
●スケジュール［のぞみ／ひかりご利用の場合】※米子・松江・玉造温泉で途中下婁可（有人改札をご利用ください）　●スケジュール［山陽九州直通さくら・みずほこ珊」用の場合卜米子松江玉造温泉で途中下車可（有人改札をご利用ください）

④各設定馬R

㊥告設定駅

博多駅／小会駅当当当岡山駅

出雲市駅一一日一

課漂二二圭・諾完膚
鳥取駅：：：：■＝合言訳－【

2日日は1日目の逆行程になります

出雲市駅日日一

志誤認二二二鹿志お宿
鳥取駅＝Ⅰ＝倉吉駅－1

2日目は1日目の逆行程になります

㊦胃等篤農竃芸荒芸濃‰㌍ア芸諜署詔誤読課小倉駅は酌指定配なります0　　　　　　＠賃粥濃艶謁男課題貰‰祭器需要諾誤読誓業～小倉駅は特急指定席となり紬

⑧新「；栢駅・久留米駅・筑後別、屋駅斬大牟田駅了滝本駅斯八代駅・新水俣駅川l内訳鹿児島中央駅は九州内完結新幹娘さくらつばめを　㊦新島栖駅久留米駅・筑後別、屋駅・新大牟田那・楠本駅・新八代駅・新水俣駅川l内訳歴児烏中央駅は山隈九州正迫新幹根さくらみすほ
ご利用の上、博多駅にてのぞみひかりにぬ乗換えとなります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ご利用となります。

〉f2同山～（やくも鴇指卜米子～（スーパーまつかぜ・特指）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・く・2同山～（やくも・絹指卜米子～（スーパーまつかぜ特指）

基本代金について　玉造温泉泊は王道′ヨ良・駅まで、出≡泊は出≡市駅まで、松江泊は松江駅まで、米子泊葛生温良泊は米子駅まで、三朝温点泊・はわい温良′白は倉吉駅まで、㍍取′白は持取駅までの往育如）JR代全（菩過重指定席）が含まれています。蕾発駅はアレンンできます。その唱合の迫加代全は†和にお尋ねくだ乱立

博多駅発託の基本代金に下記料金を加算することで、最吾駅からのご乗卒が可告巨です（※1）出雲市・玉造温泉・松江・米子の場合（崇2）鳥取倉吉の場合

一郡区間でも山陽九州直通新幹拍さくら（45ト458・500番台）みすほ（全便）に

ご粟立の場合はさくら・みずほの割増代金が必要となります。

出島 雲取 申金 玉書 道 温 辱 松 江 束 子 � �� �小食 � �佐賀 � � �斬大牟田 �鞘奉 �斯八代 �桁水俣 � �妄‡」慧 �中津 � � �川内 

のひ ぞか みり � �基本 代金 �－900円 �200円 �1，200円 �800円 �1，200円 �1，700円 �2，400円 �2，400円 �3，700円 �1，400円 �1，800円 �追加なし �800円 �4，600円 �4，000円 

3，200円 �2，100円 �3，400円 �4，800円 �4，200円 �4，800円 �5，300円 �6，400円 �6，400円 �7，700円 �5，800円 �6，200円 �3，900円 �4，800円 �9，400円 �8，500円 

3，800円 �2，900円 �4，100円 �5．300円 �4，900円 �5，300円 �6，000円 �7，000円 �7，300円 �8，200円 �6，400円 �6，800円 �4，600円 �5，600円 �10，000円 �9，000円 

′j＼倉 �辟班接 �佐貫 � � �那大牟田 � �新八代 � � � �中津 �大分・別府 � �川内 

みさ ずく はら � �2，800円 �1，600円 �3，000円 �4，500円 �4，000円 �4，500円 �4，800円 �5，300円 �5，300円 �6，400円 �4，800円 �5，200円 �乙900円 �3，800円 �8，000円 �7，300円 

3，200円 �乙100円 �3，400円 �4，800円 �4，200円 �4，800円 �5，300円 �6，400円 �6，400円 �7，700円 �5，800円 �6，200円 �3，900円 �4，800円 �9，400円 �8，500円 

3，800円 �2，900円 �4，100円 �5，300円 �4，900円 �5，300円 �6，000円 �7，000円 �7，300円 �8，200円 �6，400円 �6，800円 �4，600円 �5，600円 �10，000円 �9，000円 

出発日 �入室人員 �カテ ＝rリ � � 

全日 �全日 

10パ～3／31 �3名1室 �53 �30，400 �7，800 2名1室 ��31，600 �9，000 

1名1室 �41 �31，600 �9，000 

11，300円引き �同取 

／よなごぜ九にっく 米子／米子全日空オ ��ホテノl � � �鮎誓言諾323琶1（賢一‘盲… 

アクセス／JR米子駅より徒歩10分チェックイン／14：00チェックアウト／11 ■大人お一人械1泊2日基本代金（のぞみ・ひがノ号利用（博多⇔米子駅）／食事なし）並 ���������00 ：円 

出ち己tヨ �入ヱ人n �ノJテ 「ヨリ � ��� �� ・‘ドイノナこヒヨ �� �こドイ木【∃ � � 

12／1・・－2ノ22 2′26／一台／9 3／12へ8日 �3二名1竺 �52 �27，400 ��27．800 �5．400 �5．800 
66 �27，800 ��28．400 �5、800 �6、400 

仁一腎■∴与．二軍、…～ノ i・バ■ ��2；畠1聖 �52 �28，400 ��29．000 �6，400 �7．000 

41 �29．400 ��30、600 �7．400 �8．600 

10／1一一11 10／14～11′1 11′丞←ノ30 �3＝包1空 �52 �28，400 ��28．800 �6．400 �6，800 
66 �28．800 ��29，400 �6．800 �71400 

52 �29．400 ��30，200 �7，400 �8．200 

1毛；1空 �41 �30，600 ��31．600 �8．600 �9。600 

斉 10／12～13 11′2－一3 �3二岳1三≡ �52 �29，400 ���7，400 

；＿∴＼ふdニ無．． 園田国1． �� �66 �30，200 ���8，200 
2二巨1∃三 �52 �30，600 ���8，600 

1毒；1空 �41 �32J800 ���10，800 

l司筈ロ 

●自由周遊区間内は、普通・快速列李の普通車自由席がご利用
いただけます。（新幹線・特急列空はご利用いただけません）

●観光施設、観光船等をご利用の際は、必ず「宮島・涼石戸内ミニ
ぐるりんパス」をご提示ください。（休園（舘）日に注意）
※巌良神社・扇島神社宝物館は、同時発売される引換券で1
回限りとなります。

ノ亭盤幾一室芸JR・JR西日本宮島フェリー（宮島口～宮島） 

哉鰐・葦沼 �厳島神ネ土、厳島神社王物餌、 大和ミュージアム、広島城、縮菜園 �鶏‥慧訪露品昆去苧千度萱乱各面電車） 
～二等 

※こどものみのご利用はできません。嵩JRセソトフランと同時にお買い求め下さし、（単券発完不可）

払い戻し手数料210円

／

●自由周遊区間内は普通特急列車自由席がご利用いただけます。
●観光施設をご利用の際は必ず「同山倉敷ミニくるりんパス」をご提示ください（休副館）日にご注意）

大原美術館（1日限り）、倉紡記念館、倉敷民芸館、大橋家住宅、 �素懐票誤照毒㌔課 
いがらしゆみこ美術鯛、日本郷土玩具館、桃太郎のからくり博物館、 

星野仙一記念館、倉敷考古館、焉羽ハイランドホテル（日帰り入 �薄滝豊㌍三女′腎山夕贈 
浴）、旧野崎家住宅、岡山城、岡山後楽園、夢二郷土美術館 

※こどものみのご利用はできません。※JRセットプランと同時にお買い求め下さい（皇券発売不可）

別行程チェソク要 払い戻し手数料210円

出雲／ッルリーブス ��反乱が閻鮎誓㌶3322還還 �����≧l ぎ 

′‾′ml′■■¶1叫1アクセス／JR出雲市駅より徒歩1分　チェックイン／15：00　チェックアウト／10：00 

≡■大人お一人様1泊2日基本代金（のぞみ・ひかり号利用（博多⇔出芯市駅）／食事なし）中立＝円 

√・〆＋‘∴＼守 匪ヨ魁臼【ヨ �出発日 �入室人員 �カテ ゴリ � � �延泊代金 全日 �全日 

10ノ1へ一3／31 � �41 � �29．100 �6，100 

3名1璽 �52 � �29，600 �6，600 

2名1室 �� �31，300 �8，300 

1名1室 �41 � �31，300 �8，300 

子ども（小学生）差額 ��� �11，500円引き �同額 

鳥取／ホテルニューオ ���一夕 �　とっとり 夕二鳥馴 ���霊悪畏三二篭か4930蔓当 　　　　　主 ��� �手 蔓 

一斗▲　撃顧謡詣警詣崇篭竺遠 �����リーチェックイン／12：00（通常14：00）チェックアウト／12：00 500円引き のぞみ・ひがノ号利用（博多⇔鳥取駅）／食事なし）単位＝円 

宕釣■大人お一人ヰ■泊2日基本代金（ 

当く・〆：、ご 仁一′∴■言、 ．′ �真琵攣害 毒 き 7㌢∫尋 等 �出発日 � ��カテ ＝1‾リ � ��� �� 

平休日 ��休前日 �平休日 �休前日 

12仁一2紹3 2ノ25′－28 �3名1室 ��53 �30，400 ��31，000 �5，800 �6，400 
2名1空 ���31，400 ��32，200 �6，800 �7．600 

1名1室 ��41 �32，200 ��32，600 �7．600 �8，000 

10ノ1－11／30 3／1・～10 3／12～31 �3名1望 ��53 �31，400 ��31．800 �6，800 �7，200 
蔓．一　声 L二JLL　　　】 ���2名1空 ���32，400 ��33，200 �7，800 �8，600 

1名1望 ��41 �33，000 ��33†600 �8，400 �9．000 
‖－■　■ � ����1乙300円引き ���回折 

主要観光施設の入場券、JR西日本
宮島フェリー、JR自由周遊区間内の
普通列車乗り放題がセットされたおト
クで便利なきっぷです。

●自由周遊区間内は、普通・快速列壬の普通亘自由席がご利用いただけます。
（新幹線・特急列車はご利用いただけません）

●観光施設、観光船等をご利用の際は、必ず「宮島・安芸路2ティパス」をご提示
ください。（休園（鎗）日に注志）（厳島神社・巌良神社宝物館は、同時発売され
る引換券で1回限りとなります。）

成島神社、成島神社宝物館、
大和ミュージアム

※こどものみのご利用はできません。※JRセントプランと同時にお買い求め下さい（聖券発売不可）

営手配l選翰l莞」R3000lクラス＝基本l利用時間＝基本lm‥3041売・仕入力宴l別行程チェックl払い戻し手数料＝210円

撃退　∵
l

・自由周遊区間内は普通・特急列車自由席がご利用いただ

けます。
・観光施設をご利用の際は必ず「松江・出雲ミニぐるりん

パス」をご提示ください。（休園（館）日に注意）

料金 ��有効期間 �マルス番号 

大人 �4，200円 �l3日間 �58413（大人） 

小人 �2，000円 �� 

戟 �島根県立古代出雲歴史博物館（常設屈の �交 �松江市内周遊バス（ぐるっと松江レイクライ み）、ぐるっと松江堀川めぐり、松江城、武家 ��ン及び松江市内中′む部路線）、一畑パス（出 

光 �屋敷、島根県立美術館（2Fコレクション屈 �通 �雲市駅～日御確聞）、石見交通路線バス（大 

施 �のみ）、小泉八雲旧居、小泉八雲記念館、水 �機 �田市駅～世界道産センター間）、無料シャト 

設 �木しげる記念館、足立美術館、松江歴史館 �関 �ルバス（安来・米子～足立美術館） 
（基本展示室のみ） �� 

ことものみのご利用はできませんっ　JRセットブランと同時にお求めください（単券発売不可）

払い戻し手数料210円

4



弥山への直行便

雷鳥◎蘭プ昏毘00
料金・営業時間のご案内

（DJ発券）運輸／クーポン／DJTRO7535／券種41／

㊥609／発義絶入力要／別行程チェック要

●大人：12才以上●小人：6才以上12才未満
薫幼児（6才未満）は保護者同伴（1名）につき1名無料、

2名以上は小人料金

営業時間 ��下り最終時間 

10・3月 �9：00へ′17 �00 �17 �30 

11月 �8：00～17 �00 �17 �30 

12～2月 �9：00～16 �・30 �17 �00 

窓島豪農蔑　み呼隠墾路ノブ」
入館料：

大人（高校生以上）1，400円

小・中学生700円幼児400円

（現地払い）淋4歳未満無料
開館時間：900～17：00

（最終人並16：00）
アクセス：宮島桟橋より

徒歩約25分
お問い合わせ：

0829・44・2010

g（．．－ジ，
世界遺産探索散歩（ガイ紺き）
●コース：宮島桟橋前広場→尼の州→五1塔・干t閣→大鳥居→厳島神社
一◆大願等

●料金：お一人様500円（別途厳島神社拝観料380円が必要）

●受付：宮島観光案内所（予約不要）
●実施日：土・日・祝日　○所要時間：約1時間30分

●集合時間：午前10時　○最少催行人員：2名

●お問い合わせ：一般社団法人宮島観光協会0829・44－2011

呉市海事歴史科学館大和ミュージアム

●入館料：大人500円　高校生300円　小・中学生200円
●開館時間：9：00～18：00（展示室入館は17：30まで）
●休館日：2／17～21、毎週火曜日（祝日の場合は翌日）

●アクセス：JR具駅から徒歩5分
●お問い合わせ：0823－25－3017

特別企画展巨大戦艦大和展
～新発見による艦橋復元～

●期間：平成25年7月1日～平成26年1月27日

♯開館時間・休館日は常設展に準ずる
●料金：大人400円　高校生300円　小・中学生200円

（DJ発券〉オプション／クーポン／DJOO790／券種1C／／層〉503／

別行程チェック若殿特別企画展は現地払いです。

海上自衛隊呉史料館てつのくじら館

●入館料：無料
●開館時間：9：00～17：00（展示室入館は16：30まで）

●休館日：10／30、12／29～1／3、2／13、毎週火曜日

（祝日の場合は翌日）
●アクセス：JR呉駅から徒歩5分　●お問い合わせ：0823－2ト6111

簿塵畠薗除毛旧洛軍兵学就き
1888年に東京築地か

ら江田島に移転され
た旧海軍兵学校。現
在は海上自衛隊の学
校になっています。構

内には旧海軍の資料
を展示。

見学開始時間：（平日）10：30／13：00／15：00

（土・日・祝日）10：00／11：00／13：00／15：00

所要時間：約90分（ガイド付）○見学料：無料
受付：見学開始時間の30分前から

交通：小用藩（江田島）より市営パスで約7分
お問い合わせ：

海上自衛隊第一術科学校0823－42－1211

地元ガイド
とまち歩き

予約不要・無料
。ガイド費用は無料！

。予約不要！その場で参加OK

。名高の謙われなど地元カイドによる

詳しい解説付割

広島の歴史と文化、探訪コース

JR広監駅南口（地下道中央口）

ハートのタンクラム

疇町（のぼりまち）中学校

絹宗囚（しゆつけいえん）

繍景園
開汎時間：9：00－18：00

入園料：一般250円

高・大学生150円

小・中学生100円
お間い合わせ：

082－221－＝賂20

0開催日：毎週日曜日
⑳料金：ガイド料無料　楽劇途入館料等がかかります。

㊦集合時間：10：00

●集合場所：JR広島駅南口（地下道中央口）
●所要時間：約2時間30分

●お問い合わせ：広島市観光アシスタント協会082．881＿0877

旧海軍の遺産めぐりコース

中央桟橋（大和ミュージアム前）ハス停

アレイからすこじま

入船山記念館
開館時間：9：00－17：00

休館日：火曜日
入館料：大人250円

高校生150円
小・中学生100円

㊥開催日：毎週土・日曜日と祝日（12／30～1／3除く）

⑳料金：ガイド料無料　滋別途バス代、入館料等がかかります。
●集合時間：13．20　●集合場所：中央桟欄バス停

●所要時間：約2時間

※施設間は「奥深訪ループパスJ（有料）での移動です。
●お問い合わせ：具観光ボランティアの会0823－23．7845

まきで、おトクをタクシー銘光

1こ利用触Ⅶ／9：00～15：00
■2柵4900円（小型タクシー1台1回あたり）
沼上記代金には入場料等は含まれておりません。洪タクシー乗秩射こよる観光幕内はございません。

召富偏津神社
全国でも珍しい比1入母屋造りの本殿と拝
殿が国宝に指定されています。約400mの

回虚も迫力満点です。

●参拝時間／500～1800

●無休
●見学自由

ロ岡山城☆　　　　　　　　　　□同山籠黒田★

果し、天守閣と全のシャチホコが印象的です。日本三名園のひとつ。日本庭園の集大成とし
●営業時間／詣㌫誌‰拍　　て世界に誇る回遊式の庭配す。

葦論憲諾票認諾4。円、琵プ崇慧慧慧15分前まで）
ことも120円→100円　　　　　　【特典】料金通常おとな4∞円→320円、

憲特別展開催時は料金を変更する糧食あり。　　ことも140円→112円

だ行事開催により廃・朝肛時間を変！する■合あり。

繁特企勢です。払い■し辛駄科210円全勢片未使用で
有効欝躍■鎗前文は有勤咽隕内に翳ります。取扱いは
発行｛市のみ。

ジーシズバス
ジーンズショップや染

め工場、観光施設な

どを巡る便利なパス

です．

シートカバーやカーテ

ンはデニム生地を使

用しています。

●運行日：金・土・日・祝日（年末年始は運休）

●時間：（JR児島駅発）

9：4010：3011：3012：50　14：5015：50※一周約35分

●料金：（1区間）大人160円、（1日乗車券）大人500円く現地払い〉

●お問い合わせ：下津井t鉄株式会社

児島営業所　086－472－2811

倉敷銘菓
「むらすゞめジャンボ」

手焼き体験
倉敷を代表する銘菓「むらすゞめ」の製造元で、通常の約7倍のボリューム
で白玉だんごが加わったジャンボサイズを手作り体験ができます。

●時間：10：00～16：00薬要予約（当日可）

●料金：1，000円（ジャンボサイズ1個）〈現地払い〉

●お問い合わせ：橘香堂美観地区店086－424－5725

岡
山
駅

卜
約
5
分


